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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第19期

第３四半期
連結累計期間

第20期
第３四半期
連結累計期間

第19期

会計期間
自 2016年４月１日
至 2016年12月31日

自 2017年４月１日
至 2017年12月31日

自 2016年４月１日
至 2017年３月31日

売上高 （千円） 11,167,127 12,172,450 15,020,668

経常利益 （千円） 1,324,907 1,445,707 1,632,066

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益
（千円） 856,604 935,119 1,089,666

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 861,281 1,089,606 1,199,209

純資産額 （千円） 10,936,402 11,820,056 11,274,279

総資産額 （千円） 16,448,471 17,695,252 16,254,552

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 55.13 60.18 70.13

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 66.4 66.7 69.3

 

回次
第19期

第３四半期
連結会計期間

第20期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2016年10月１日
至 2016年12月31日

自 2017年10月１日
至 2017年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 18.74 23.11

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が改善するなど緩やかな回復基調が続い

ているものの、海外経済の不確実性の影響等により、先行き不透明な状況が続いております。

介護業界においては、改正介護保険関連法が昨年５月に成立し、また、「地域包括ケアシステムの推進」、「自

立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」、「多様な人材の確保と生産性の向上」、「介護サー

ビスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保」を図るため、本年４月に介護報酬改定を控えて

おります。

このような環境のもと、当社グループは、福祉用具サプライ事業の持続的な成長とともに、在宅生活支援サービ

スの拡充にも力を注いでまいりました。

福祉用具サプライ事業においては、福祉用具貸与事業者向けオリジナルカタログにおいて、住宅改修ページを新

設する等事業者支援ツールを強化いたしました。また、11月には、オリジナル歩行車「エール」のレンタルを開始

するとともに、介護ベッドを中心とした福祉用具レンタル拡大に努めました。

更に、４月に設立したサービス本部を中心として、５S活動を推進する等レンタル品質の維持・向上に向けた取

り組みに努めました。福祉用具販売では、11月にECサイト「グリーンケアオンラインショップ」をリニューアル

し、加入事業者の利用促進を図り、販売拡大に努めました。一方、拠点展開では、８月に「日立ステーション（茨

城県日立市）」と統合した「水戸営業所（茨城県水戸市）」を同一市内へ移転、９月に「鹿児島営業所（鹿児島県

鹿児島市）」を同一市内へ移転し、当四半期末における営業拠点数は87拠点となりました。

在宅介護サービス事業においては、子会社で事業展開する訪問看護の業務効率化により、収益改善を図りまし

た。

なお、福祉用具サプライ事業以外の事業の重要性が乏しいため、セグメント情報ごとの業績の記載を省略してお

ります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、福祉用具レンタル・販売の増収により、売上高は12,172百万

円（前年同期比9.0％増）となりました。利益面では、主に人員増に伴う人件費や売上原価におけるレンタル資産

の減価償却費等が増加いたしましたが、増収による利益の増加により、営業利益は1,437百万円（同9.0％増）、経

常利益は1,445百万円（同9.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は935百万円（同9.2％増）となりまし

た。

(2）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 64,000,000

計 64,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2017年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2018年１月30日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 16,342,400 16,342,400
東京証券取引所

（市場第二部）

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数を100株とす

る単元株制度を採

用しております。

計 16,342,400 16,342,400 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2017年10月１日～
2017年12月31日

－ 16,342,400 － 2,897,650 － 1,641,650

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社日本ケアサプライ(E05381)

四半期報告書

 4/14



(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2017年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 2017年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　804,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,536,400 155,364 －

単元未満株式 普通株式　　　1,600 － －

発行済株式総数 16,342,400 － －

総株主の議決権 － 155,364 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権の数１個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

 2017年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱日本ケアサプライ
東京都港区芝大門

1-1-30
804,400 － 804,400 4.92

計 － 804,400 － 804,400 4.92

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2017年10月１日から2017

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2017年４月１日から2017年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2017年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2017年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 606,705 625,635

売掛金 356,047 340,289

レンタル未収入金 1,628,494 1,798,007

有価証券 2,699,973 1,199,992

商品 7,471 8,048

貯蔵品 21,738 31,213

短期貸付金 255,713 2,662,188

その他 574,052 588,625

貸倒引当金 △9,711 △9,769

流動資産合計 6,140,484 7,244,231

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産（純額） 7,965,631 8,160,486

その他（純額） 1,107,682 1,130,382

有形固定資産合計 9,073,314 9,290,869

無形固定資産 253,742 206,186

投資その他の資産   

投資その他の資産 792,378 958,528

貸倒引当金 △5,366 △4,563

投資その他の資産合計 787,011 953,964

固定資産合計 10,114,068 10,451,020

資産合計 16,254,552 17,695,252
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2017年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2017年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 332,026 513,745

レンタル資産購入未払金 584,779 1,171,593

未払法人税等 337,755 245,112

賞与引当金 166,352 87,374

レンタル資産保守引当金 752,600 851,600

その他 460,083 628,401

流動負債合計 2,633,595 3,497,827

固定負債   

長期借入金 1,500,000 1,500,000

退職給付に係る負債 718,754 753,671

その他 127,923 123,696

固定負債合計 2,346,677 2,377,368

負債合計 4,980,273 5,875,195

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,897,650 2,897,650

資本剰余金 1,641,650 1,641,650

利益剰余金 7,046,031 7,437,321

自己株式 △414,851 △414,851

株主資本合計 11,170,480 11,561,770

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 101,955 249,584

退職給付に係る調整累計額 △10,423 △6,902

その他の包括利益累計額合計 91,531 242,682

非支配株主持分 12,266 15,603

純資産合計 11,274,279 11,820,056

負債純資産合計 16,254,552 17,695,252
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2016年４月１日
　至　2016年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2017年４月１日
　至　2017年12月31日)

売上高 11,167,127 12,172,450

売上原価 6,825,758 7,578,261

売上総利益 4,341,369 4,594,188

販売費及び一般管理費 3,022,587 3,156,230

営業利益 1,318,782 1,437,958

営業外収益   

受取利息 297 262

受取配当金 2,960 3,943

持分法による投資利益 2,030 3,648

業務受託料 2,400 －

雑収入 1,866 3,274

営業外収益合計 9,554 11,129

営業外費用   

支払利息 3,277 3,278

雑損失 151 102

営業外費用合計 3,429 3,380

経常利益 1,324,907 1,445,707

特別損失   

固定資産除却損 1,458 2,340

特別損失合計 1,458 2,340

税金等調整前四半期純利益 1,323,448 1,443,366

法人税等 465,975 504,911

四半期純利益 857,472 938,455

非支配株主に帰属する四半期純利益 868 3,336

親会社株主に帰属する四半期純利益 856,604 935,119
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2016年４月１日
　至　2016年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2017年４月１日
　至　2017年12月31日)

四半期純利益 857,472 938,455

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 147,629

退職給付に係る調整額 3,809 3,520

その他の包括利益合計 3,809 151,150

四半期包括利益 861,281 1,089,606

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 860,413 1,086,269

非支配株主に係る四半期包括利益 868 3,336
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年12月31日）

減価償却費 3,081,058千円 3,340,287千円

 

（株主資本等関係）

１．前第３四半期連結累計期間（自　2016年４月１日　至　2016年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2016年６月23日

定時株主総会
普通株式 388,450 25 2016年３月31日 2016年６月24日 利益剰余金

 

２．当第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年６月27日

定時株主総会
普通株式 543,828 35 2017年３月31日 2017年６月28日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

福祉用具サプライ事業以外の事業の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 55円13銭 60円18銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
856,604 935,119

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
856,604 935,119

普通株式の期中平均株式数（株） 15,538,000 15,537,966

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

   2018年１月29日

株式会社日本ケアサプライ    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 水野　　裕之　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 福士　　直和　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本ケ

アサプライの2017年４月１日から2018年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2017年10月１日から

2017年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2017年４月１日から2017年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本ケアサプライ及び連結子会社の2017年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社日本ケアサプライ(E05381)

四半期報告書

14/14


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

